
 

  株式会社ＮＪＳ                      http://www.njs.co.jp/ 

 

代 表 者 代表取締役社長 村上 雅亮 

 

資 本 金 520百万円 

担 当 役 員 取締役東部支社長 土屋 剛 従 業 員 数 576名        (廃棄物担当  4名) 

(脱炭素社会担当  3名) 

(自然共生社会担当 3名) 

設立年月日 1951年 9月 3日 

 

売 上 高 18,951百万円 (廃棄物関連 66.6百万円) 

(廃棄物関連 66.6百万円) 

(脱炭素社会関連 47,7百万円) 

(自然共生社会関連 5.9百万円) 

登 録 部 門 ・建設コンサルタント 

（廃棄物部門登録 済） 

・測量業、地質調査業 

・一級建築士事務所 

・補償コンサルタント 

加 盟 団 体 （一社）建設コンサルタンツ協会 
（公社）国際厚生事業団 
（一社）持続可能社会推進 

コンサルタント協会 他 
 

ＩＳＯ認証 9001、14001、55001、 

ISO/IEC17025 

有資格者 1.技術士 

①廃棄物関係(衛生工学･資源工学部門)  7名 

②環境部門    1名  ③その他部門  312名 

2.ＲＣＣＭ 

①廃棄物部門  0名  ②その他部門  14名 

3.その他 

①環境計量士  4名  ②ビオトープ士  1名 

③エネルギー管理士  13名 

 

本社所在地 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目1番1号 TEL 03-6324-4355  FAX 03-6324-4356 

   

支店営業所   
札幌事務所 〒060-0003 札幌市中央区北三条西 3-1 TEL 011-231-0948  FAX 011-231-0957 
仙台事務所 〒980-0802 仙台市青葉区二日町 9-7 TEL 022-266-2821  FAX 022-266-2824 
東京総合事務所 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目1番1号 TEL 03-6324-4300  FAX 03-6324-4320 
名古屋総合事務所 〒460-0022 名古屋市中区金山 1-14-18 TEL 052-217-8610  FAX 052-339-5008 
北陸事務所 〒920-0919 金沢市南町 4-55-304 TEL 076-232-2700  FAX 076-222-0306 

大阪総合事務所 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4丁目1-3 TEL 06-7177-0180  FAX 06-7177-0186 

広島事務所 〒730-0045 広島市中区鶴見町 2-19 TEL 082-577-7600  FAX 082-544-0112 

九州総合事務所 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町10-21 TEL 092-281-9050  FAX 092-281-9070 

   

 

業 務 内 容  

 
【ＮＪＳは水と環境のサービスを通じて、豊かで安全な社会を創造します】 

 
○上下水道・汚水処理に関するコンサルティング（ＳＤＧｓの目標 ３,６,９,１１,１４） 
企画･調査･計画策定、施設設計･監理･運営支援、資産･財産管理、経営改善の提案、システム開発（GIS情報
システム・最適投資計画システム・浄化槽・水道及び下水道台帳システム）、広域化・共同化の支援 等 

○災害対策（ＳＤＧｓの目標 １１,１３） 
上下水道施設を中心とした地震、浸水、津波等の災害対策の策定やICTと浸水シミュレーション技術を活用
したリアルタイム浸水対策システムの提供、耐震診断・耐震化計画・耐震対策実施設計、浸水対策実施設
計、災害廃棄物処理に係る事前検討支援 等 

○環境保全（ＳＤＧｓの目標 ７,１１,１４,１５） 
上下水道事業における省エネルギー化推進、再生可能エネルギー利用計画策定、地域バイオマス等未利用エ
ネルギーを活用した創エネルギー事業の支援、水素の活用計画、水処理・ごみ処理施設等の建設に伴う環境
アセスメント業務、環境基本計画策定業務、河川・湖沼・海域の汚濁解析業務 等 

○官民連携の推進（ＳＤＧｓの目標 ９,１１,１７） 
包括的民間委託やDBO、PFI（BTO、コンセッション）などの事業手法に係わる導入検討、スキーム構築、事
業者選定支援、履行監視（モニタリング） 

○海外のコンサルティング（ＳＤＧｓの目標 １,１０,１１） 
上下水道分野でのマスタープラン策定、フィージビリティ調査、設計、事業費積算、入札図書作成・入札評
価、施工監理、人材育成・トレーニング、組織改善・事業経営アドバイス等 
 



 

廃棄物関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 岩手県 紫波町 汚泥再生処理センター精密機能検査業務 

〃 紋別市 リサイクルセンター施設整備基本構想策定業務 

〃 東京都 新島村 安定型処分場残余容量調査測量業務委託 

〃 熊本県 南関町 浄化槽整備推進事業経営戦略策定業務委託 

R1 太田市 クリーンセンター下水道投入施設改造工事実施設計業務委託 

〃 紋別市 最終処分場施設整備等調査業務 

〃 三重県 紀宝町 町営浄化槽整備推進事業PFIモニタリング業務 

〃 青森県 五戸町 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託 

H30 環境省 「平成 30 年７月豪雨」災害廃棄物処理支援業務（その２） 

D－Waste.Net 派遣 

〃 いわき市 汚泥処理施設整備計画策定業務委託 

〃 群馬県 館林衛生施設組合 し尿処理施設整備方針検討業務委託 

〃 北海道 奥尻町 一般廃棄物処理基本計画見直し業務 

 

脱炭素社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 横浜市 下水消化ガス増量に関する実現可能性調査業務委託（その２） 

〃 大阪市 流入下水を利用した効率的なエネルギー回収技術に係る検討業務委託 

〃 いわき市 下水汚泥等利活用事業アドバイザリ－業務委託 

〃 鶴岡市 公共下水道汚泥資源化事業導入可能性調査業務 

R1 徳島県 「燃料電池船」導入に向けた調査・検討業務 

〃 国土交通省 下水処理場における省エネ・創エネ技術の最適導入検討業務 

〃 日本下水道事業団 下水処理場におけるエネルギー自立化技術検討補助業務 

H30 環境省 中小廃棄物処理施設における先導的廃棄物処理システム化等評価事業

「機械選別を用いたメタン発酵処理システムによる中小廃棄物処理施

設での再資源化・エネルギー化方法の評価・検証」 

〃 日本下水道事業団 地域バイオマス受入れシミュレーションモデルの構築検討業務 

〃 公益財団法人日本下

水道新技術機構 

高度処理（ＩＣＴ等含む）事例に関する調査及び資料整理業務 

〃 国土交通省国土技術

政策総合研究所 

小規模下水処理場を対象とした低コスト・省エネルギー型高濃度メタ

ン発酵技術実証研究 

〃 横浜市 下水消化ガス増量に関する実現可能性調査業務委託（その１） 

 

自然共生社会関連業務経歴 

実施年度 発注者 件   名 

R2 北海道 奥尻町 最終処分場建設に伴う生活環境影響調査業務 

〃 いわき市 し尿処理場建設に伴う生活環境影響調査業務 

〃 木更津市 公共用水域水質改善検討業務委託 

〃 刈谷市 合流改善水質検業務委託 

R1 恵庭市 ごみ処理場破砕機導入に伴う生活環境影響調査業務 

〃 立川市 根川緑道改修調査委託 

H30 東京都 新島村 式根島地区処理場予定地周辺環境（動植物）調査業務委託 

 

 

 

担当者所属氏名  東部支社東京総合事務所 環境マネジメント部 部長 森 智志、PE 渡邊 仁史   

住     所 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目1番1号    TEL 03-6324-4308 

       FAX 03-6324-4322 

                          Ｅ-mail recycle@njs.co.jp 
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